
　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

理学療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 48人 ）(3)17時00分～10時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 48人 ）(3)17時00分～10時00分
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員（ケアマネージャー）

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 8時30分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1)16時30分～ 8時30分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 5時30分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）(3)10時00分～19時15分
就業場所 宮崎県串間市

歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 45人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 9人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

小学校教諭免許（専修・１種・２種）

中学校教諭免許（専修・１種・２種）

高等学校教諭免許（専修・１種）

（従業員数 34人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

中学校教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 47人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※ハローワークの求人はインターネットで検索できます（ハローワークインターネットサービス）アドレスはhttps://www.hellowork.go.jp/です。
※この求人ウィークリーはファックスによる提供も行っています。ポーリング機能を設定し、0987-23-1292にダイヤルして下さい。

非常勤講師（国
語・理科）／串間
中学校

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

公災
不問

2,780円～2,780
円

パート労働者 45050- 2647991

介護職【グループ
ホーム】／正社員

社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

正社員 45050- 2646691

非常勤講師（算
数）／福島小学校

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

公災
不問

2,690円～2,690
円

パート労働者 45050- 2645391

18歳
～
59歳

介護職【グループ
ホーム】

社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,720円～
138,720円

正社員以外 45050- 2644091

正看護師 社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 169,000円～
230,000円

正社員 45050- 2643191

歯科衛生士／外来
【パート】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050- 2642591

調理スタッフ 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 137,350円～
187,900円

正社員 45050- 2641291

林業作業員 有限会社　日南土質
測量設計コンサルタ
ント

宮崎県日南市大字板敷２５５
０－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
210,000円

正社員 45050- 2640891

正・准看護師【夜
勤専従】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 213,000円～
233,000円

正社員 45050- 2639991

運営スタッフ／
パート

Ｒ．Ｒ．ｃｏｎｙｓ
株式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目１
－３５不問

790円～850円

パート労働者 45050- 2638691

看護補助者【夜勤
専従】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生

146,000円～
146,000円

正社員 45050- 2637391

介護支援専門員／
在宅介護支援セン
ター

医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 203,500円～
238,500円

正社員 45050- 2636091

18歳
～
59歳

看護職員／施設 医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
235,000円

正社員 45050- 2635191

介護スタッフ／施
設

医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生

149,000円～
179,000円

正社員 45050- 2634591

看護補助者 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生

137,350円～
187,900円

正社員 45050- 2633291

加入保険等 必要な免許資格

理学療法士 医療法人　小倉蒲生病
院　介護老人保健施設
しあわせの里

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
５８９－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 203,800円～
257,200円

正社員 45050- 2632891

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

9時00分～21時30分の間
の6時間程度

8時10分～16時40分の間
の5時間程度

8時05分～16時35分の間
の5時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

中学校教諭免許（専修・１種・２種）

(1) 8時05分～16時35分

（従業員数 47人 ）
就業場所 宮崎県串間市

歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

介護支援専門員（ケアマネージャー）

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2)16時30分～ 9時30分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9時30分

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

薬剤師

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 精神保健福祉士

(1) 8時00分～17時00分
(2)17時00分～ 8時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 大型自動車免許
車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

(1) 7時50分～16時40分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許
大型自動車免許

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

運転手 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災
不問

794円～1,000円

パート労働者 45050- 2664491

林業重機オペレー
ター／管理職候補

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 250,000円～
280,000円

正社員 45050- 2663991

介護職／グランデ櫻宴
（住宅型有料老人ホー
ム）

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生

137,350円～
187,900円

正社員 45050- 2662691

焼酎製造工 松の露酒造　株式会
社

宮崎県日南市今町２丁目１－
１６

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 140,000円～
200,000円

正社員 45050- 2661391

芋切り作業 松の露酒造　株式会
社

宮崎県日南市今町２丁目１－
１６

労災
不問

800円～830円

パート労働者 45050- 2660091

18歳
～
59歳

精神保健福祉士又
は社会福祉士

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 171,000円～
260,400円

正社員 45050- 2659291

薬剤師 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 541,667円～
541,667円

正社員 45050- 2658891

介護員（夜勤専
従）

社会福祉法人　愛泉
会　養護老人ホーム
清風園

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６５５－５

雇用・労災
18歳
以上 800円～950円

パート労働者 45050- 2657791

正・准看護師 医療法人慶明会　介
護老人保健施設おび
の里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 162,670円～
238,137円

正社員 45050- 2656491

土木施工管理技術
者／見習い可

松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１
９－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
280,000円

正社員 45050- 2655991

普通作業員 松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１
９－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050- 2654691

介護支援専門員 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
209,400円

正社員 45050- 2653391

正看護師 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 182,000円～
226,400円

正社員 45050- 2652091

准看護師 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
196,900円

正社員 45050- 2651191

歯科衛生士／外来
【正社員】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
190,000円

正社員 45050- 2650591

常勤講師（英語）
／串間中学校

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

公災・健康・
厚生不問

171,400円～
237,600円

正社員以外 45050- 2649791

介護職【くろしお
の里】

社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,720円～
138,720円

正社員以外 45050- 2648491

8時30分～14時00分の間
の4時間程度

7時00分～20時00分の間
の5時間程度

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許
(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 大型自動車免許
車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

(1) 7時50分～16時40分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時50分～17時10分
(2) 5時00分～14時20分

（従業員数 67人 ）(3)14時20分～23時40分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時50分～15時50分
(2)14時50分～23時50分

（従業員数 67人 ）(3)22時50分～ 7時50分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

(1) 7時45分～16時45分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

（従業員数 175人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)20時00分～23時59分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県串間市

小動物トレーナー
／正社員

有限会社　大黒　志
布志湾　海の駅

宮崎県串間市大字高松１４８
１－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050- 2609591

店員 有限会社　プラス・
ワン

宮崎県日南市大字戸高４丁目
５番地ー１１

労災
18歳
以上 790円～790円

パート労働者 45050- 2608291

売店レジ／パート 有限会社　大黒　志
布志湾　海の駅

宮崎県串間市大字高松１４８
１－３

雇用・労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050- 2607891

接客販売／パート 有限会社　大黒　志
布志湾　海の駅

宮崎県串間市大字高松１４８
１－３

労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050- 2606791

コールセンター／
正社員：リーダー
候補

デジタルゲイト株式
会社　　日南支店

宮崎県日南市岩崎３丁目６－
５　三浦ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
220,000円

正社員 45050- 2605491

コールセンター／
パート

デジタルゲイト株式
会社　　日南支店

宮崎県日南市岩崎３丁目６－
５　三浦ビル２Ｆ

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2604991

介護支援専門員 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

176,300円～
260,000円

正社員以外 45050- 2603691

農作業員（スイー
トピーの手入れ）

渡辺農園 宮崎県日南市吾田西３丁目５
－４５不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2602391

スーパー店舗業務
／日南市

株式会社　ワークス
タッフ　宮崎営業所

宮崎県宮崎市広島２丁目５－
１６　興亜宮崎ビル３Ｆ

雇用・労災
不問

830円～850円

有期派遣パート 45010-23914091

学校給食調理／日
南市

株式会社　文化コー
ポレーション

宮崎県宮崎市生目台西３丁目
４番地２

雇用・労災・
公災・健康不問

126,400円～
128,000円

正社員以外 45010-23860691

サービスエンジニア及
び施工管理（宮崎出張
所）

日新興業株式会社 大阪府大阪市淀川区三国本町
１丁目１２－３０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 173,000円～

313,300円
正社員 27060-34471791

ルート営業（串間
営業所）

株式会社　中京医薬
品

愛知県半田市亀崎北浦町２丁
目１５－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳
以下 207,700円～

248,900円
正社員 23070-12277891

発電所運転職 ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 152,000円～
224,000円

正社員 45050- 2669191

木製品加工機械操作／
正社員【交替勤務】

ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 152,000円～
180,000円

正社員 45050- 2668591

機械保全職 宮崎パワーライン株
式会社

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 152,000円～
180,000円

正社員 45050- 2667291

林業重機オペレー
ター／経験不問

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
250,000円

正社員 45050- 2666891

営業／正社員 吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 2665791

8時00分～20時30分の間
の4時間以上

10時00分～21時00分の
間の6時間程度

9時00分～17時00分の間
の5時間程度

9時45分～21時00分の間
の8時間以上

9時00分～18時00分の間
の7時間程度

9時00分～18時00分の間
の5時間以上

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
介護職員初任者研修修了者

(1) 8時30分～18時00分 ホームヘルパー２級
(2)17時45分～ 8時45分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 26人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

（従業員数 79人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
介護職員初任者研修修了者

(1) 9時00分～13時00分 ホームヘルパー２級
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許

(1) 7時30分～16時30分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）(3) 8時30分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）(3) 9時30分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2)17時30分～ 8時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2)17時30分～ 8時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時45分～16時15分

（従業員数 82人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）(3)14時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1)17時00分～22時00分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県日南市

温泉・岩盤浴清掃
員／１７時～

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2626191

フロント・予約業
務

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円

正社員以外 45050- 2625591

技術指導員／パー
ト

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災
不問

1,000円～1,300
円

パート労働者 45050- 2624291

資材管理スタッフ
／王子製紙日南工
場

飫肥通産　株式会社
（作業部）

宮崎県日南市大字平野１１４
７番地１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 140,000円～
189,000円

正社員 45050- 2623891

厨房スタッフ（調
理）

有限会社エム・エス・
プランニング　はいび
すかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 139,000円～
160,000円

正社員 45050- 2622791

建築塗装 株式会社　矢野塗装 宮崎県日南市大字板敷２０９
５

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 172,200円～
295,200円

正社員 45050- 2621491

准看護師 医療法人社団　優里会
産科婦人科　うちむら
クリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
210,000円

正社員 45050- 2620991

正看護師 医療法人社団　優里会
産科婦人科　うちむら
クリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 198,000円～
240,000円

正社員 45050- 2619091

調理職／パート 医療法人社団　優里会
産科婦人科　うちむら
クリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災
59歳
以下 790円～790円

パート労働者 45050- 2618191

受付及びレセプト
請求事務

有限会社　木山調剤
薬局

宮崎県日南市木山１－７－２
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
170,000円

正社員 45050- 2617591

看護師（正・准） 医療法人　信愛会
山見医院

宮崎県日南市中央通１丁目３
番地１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 195,000円～
200,000円

正社員 45050- 2616291

販売 イオン九州株式会社
ホームワイド日南店

宮崎県日南市大字星倉４５４
８番地１

労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2615891

品質管理技術者 南部建設業事業協同
組合

宮崎県日南市南郷町中村甲１
２４２－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 2614791

介護職員／パート 社会福祉法人　滝ヶ平
福祉会　養護老人ホー
ム　恵老園

宮崎県日南市南郷町津屋野２
５５８番地２

雇用・労災
不問

840円～870円

パート労働者 45050- 2613491

入浴介助員 医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

労災
59歳
以下 800円～1,000円

パート労働者 45050- 2612991

人事採用サポート
事務／正社員

株式会社エスプール 宮崎県日南市吾田西１丁目８
－１１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 180,000円～
250,000円

正社員 45050- 2611691

介護職員 社会福祉法人　滝ヶ平
福祉会　養護老人ホー
ム　恵老園

宮崎県日南市南郷町津屋野２
５５８番地２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 164,140円～
174,270円

正社員以外 45050- 2610391

7時00分～20時00分の間
の4時間以上

6時30分～18時00分の間
の5時間以上

又は 6時00分～19時00分の
間の8時間程度

又は 7時50分～17時10
分の間の4時間以上

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１年単位） 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 100人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時05分～16時00分

（従業員数 100人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時15分～17時20分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 9時00分～13時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許
１級土木施工管理技士

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

普通自動車免許
２級土木施工管理技士

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

看護師

(1) 9時00分～15時45分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

（従業員数 273人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許

(1)18時00分～22時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１年単位） 普通自動車免許

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

(1) 9時15分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時15分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ（串
間駐在）

アクサ生命保険　株
式会社　都城営業所

宮崎県都城市姫城町４－１都
城商工会館１Ｆ　＜南Ｐ４１
２　Ｂ－３＞

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
240,000円

正社員 45040-10394691

商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ（日
南分室）

アクサ生命保険　株
式会社　都城営業所

宮崎県都城市姫城町４－１都
城商工会館１Ｆ　＜南Ｐ４１
２　Ｂ－３＞

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
240,000円

正社員 45040-10392091

保全工（日南市） 株式会社　興電舎 宮崎県延岡市浜町２２２番地
１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 153,500円～
235,000円

正社員 45020- 5937991

電気工事（日南
市）

株式会社　興電舎 宮崎県延岡市浜町２２２番地
１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 153,500円～
235,000円

正社員 45020- 5936691

ガソリンスタンド
スタッフ／日南店

植松エネルギー　株
式会社

宮崎県宮崎市橘通西４丁目２
番３０号

労災
59歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45010-23630291

窓口営業職（未経験者
の方も応募可）／串間
市

株式会社　宮崎太陽
銀行

宮崎県宮崎市広島２丁目１番
３１号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

29歳
以下 152,000円～

173,000円
正社員 45010-23619391

農園作業員／さく
ら農園

株式会社　わらしべ 宮崎県宮崎市橘通東３丁目８
番２１号　ＬＣＳ本社ビル

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45010-23524491

スポーツクラブ運
営スタッフ／日南
市

株式会社　レジャーク
リエイトホールディン
グス

宮崎県宮崎市橘通東３丁目８
番２１号　ＬＣＳ本社ビル

労災
59歳
以下 1,000円～1,500

円
パート労働者 45010-23520091

店舗社員（宮崎南エリ
ア）
≪　　急　募　　≫

ダイレックス　株式
会社

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長
瀬９３０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
145,000円～
250,000円

正社員 41010-15035591

保健事業補助業務
／日南市

株式会社　共立メンテ
ナンス　ＰＫＰ事業本
部　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前
３丁目２６－２９　九勧博多
ビル２階

雇用・労災
不問

877円～877円

パート労働者 40010-73603591

（臨）土木技術者（２
級） （宮崎市・日南
市）

株式会社　コバルト
技建

鹿児島県志布志市有明町原田
２３００番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

220,000円～
370,000円

正社員以外 46080- 4228891

（臨）土木技術者（１
級） （宮崎市・日南
市・延岡市）

株式会社　コバルト
技建

鹿児島県志布志市有明町原田
２３００番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

270,000円～
470,000円

正社員以外 46080- 4220591

調剤事務／パート 株式会社　ＯＫカン
パニー

宮崎県日南市星倉４６００－
３

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2631791

営業 株式会社　新生社印
刷　日南支店

宮崎県日南市大字益安１０４
０－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 190,000円～
190,000円

正社員 45050- 2630491

製造工員／パート 有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2629691

製造工員【フルタ
イムパート】

有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 138,880円～
138,880円

正社員以外 45050- 2628391

一般土木作業員及
び運転手

株式会社　畑山建設 宮崎県串間市大字奈留５２８
８－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 185,600円～
278,400円

正社員 45050- 2627091

又は 7時00分～22時00分の
間の8時間程度

9時00分～22時00分の間
の5時間程度

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

(1) 8時45分～18時15分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士

(1) 8時45分～18時15分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士

(1)13時45分～18時15分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時00分～ 9時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時00分～ 9時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護福祉士

(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 26人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1)16時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ホームヘルパー２級
介護福祉士

(1) 8時00分～13時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 26人 ）(3)12時00分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1)16時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)13時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時15分
(2)16時15分～ 1時00分

（従業員数 180人 ）(3) 0時30分～ 9時15分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 理学療法士
作業療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県日南市

理学療法士／作業
療法士

社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 171,000円～
190,000円

正社員 45050- 2587291

正・准看護師 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 209,000円～
209,000円

正社員以外 45050- 2586891

農産物出荷作業（サツ
マイモの選別、箱詰め
等）／パート

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災
不問

790円～900円

パート労働者 45050- 2584491

農産物出荷作業員（サ
ツマイモの選別・箱詰
等）／アルバイト

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,880円～
154,800円

正社員以外 45050- 2583991

農産物出荷作業（サツ
マイモの選別、箱詰め
等）／管理職候補

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,800円～
223,600円

正社員以外 45050- 2582691

介護職【夜勤専従
パート】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災

820円～900円

パート労働者 45050- 2581391

介護職【日勤パー
ト】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災
59歳
以下 820円～900円

パート労働者 45050- 2580091

18歳
～
59歳

介護職【夜勤専
従】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生

145,300円～
158,500円

正社員 45050- 2579291

介護職【日勤・夜
勤】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生

153,664円～
167,680円

正社員 45050- 2578891

介護職【日勤の
み】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 153,664円～
167,680円

正社員 45050- 2577791

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

介助員（パート）
／夜勤専従

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災

790円～790円

パート労働者 45050- 2576491

介助員／夜勤専従 有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生

130,350円～
130,350円

正社員 45050- 2575991

介護職／デイサー
ビス

株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１
番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,144円～
147,560円

正社員以外 45050- 2574691

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

食肉加工販売／
パート

有限会社　ミ－ト
ショップコバヤシ

宮崎県串間市大字西方５５９
０（ニシムタ内）

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 2573391

歯科衛生士 ひだか歯科クリニッ
ク

宮崎県日南市吾田西１丁目５
－４８

労災
不問

1,100円～1,200
円

パート労働者 45050- 2572091

歯科衛生士 ひだか歯科クリニッ
ク

宮崎県日南市吾田西１丁目５
－４８

雇用・労災
不問

175,000円～
210,000円

正社員 45050- 2571191

歯科助手 ひだか歯科クリニッ
ク

宮崎県日南市吾田西１丁目５
－４８

雇用・労災
不問

140,000円～
160,000円

正社員 45050- 2570591

又は 9時00分～17時00
分の間の4時間以上

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 54人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 54人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり
(1) 6時30分～12時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3)13時30分～17時30分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 理学療法士
作業療法士

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 57人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 55人 ）(3) 0時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 55人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 55人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 55人 ）(3)17時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許
２級土木施工管理技士

(1) 8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時10分～16時40分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時00分～14時50分
(2)14時30分～23時20分

（従業員数 210人 ）(3) 8時00分～16時50分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時00分～14時50分
(2)14時30分～23時20分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（契）家電製品の販売
（経験者）［日南市］

株式会社九州ケーズデ
ンキ　ケーズデンキ
鹿児島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－
１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

167,160円～
250,824円

正社員以外 46016- 7538391

レジ業務［日南
市］

株式会社九州ケーズデ
ンキ　ケーズデンキ
鹿児島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－
１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

920円～920円

パート労働者 46016- 7537091

家電製品の販売
［日南市］

株式会社九州ケーズデ
ンキ　ケーズデンキ
鹿児島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－
１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

920円～920円

パート労働者 46016- 7536191

製造技能職（画像
検査作業）

日南ＮＯＫ株式会社 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６７１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 131,456円～
131,456円

正社員以外 45050- 2601091

製造技能職（選
別）／２交替制

日南ＮＯＫ株式会社 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６７１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 131,456円～
131,456円

正社員以外 45050- 2600191

現場監督助手／見
習い正社員

有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 2599391

特別支援教育支援
員／大束小学校

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

雇用・公災・
健康・厚生不問

126,000円～
126,000円

正社員以外 45050- 2598091

現場監督 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050- 2597191

土木作業員 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 139,800円～
221,350円

正社員 45050- 2596591

看護師 河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

正社員 45050- 2595291

看護師【日勤の
み】

河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
220,000円

正社員 45050- 2594891

介護職員／ホーム
【日勤のみ】

河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 149,000円～
169,000円

正社員 45050- 2593791

18歳
～
59歳

介護職員 河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生

149,000円～
199,000円

正社員 45050- 2592491

作業療法士又は理
学療法士

河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 215,000円～
275,000円

正社員 45050- 2591991

調理補助／パート 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2590691

18歳
～
59歳

調理職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 2589191

介護職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 147,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 2588591

又は 6時30分～19時00分の
間の4時間程度

9時40分～20時10分の間
の7時間

9時40分～20時10分の間
の7時間

9時40分～20時10分の間
の8時間

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許

（従業員数 41人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 準中型自動車免許

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 準中型自動車免許

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)11時00分～18時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり
(1) 6時00分～12時00分
(2) 9時00分～14時30分
(3)13時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

(1) 7時00分～15時30分
(2) 8時00分～16時30分

（従業員数 27人 ）(3) 9時00分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分
(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～12時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 看護師
介護福祉士

(1) 7時30分～16時30分 保育士
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） フォークリフト運転技能者
中型自動車免許

(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師（正・准）
／午前のみ

医療法人　秀英会
英医院

宮崎県串間市大字奈留５２８
４－３

雇用・労災
64歳
以下 1,000円～1,200

円
パート労働者 45050- 2568491

放課後児童クラブ
支援員

社会福祉法人　日南
市社会福祉協議会

宮崎県日南市中央通１丁目８
番地１

労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2567991

調理職／パート 社会福祉法人慶明会
住宅型有料老人ホーム
日南けいめい館

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
３号

雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2566691

農機営業（串間営
業所）

株式会社　ヰセキ九
州　南部支社

鹿児島県霧島市国分広瀬１６
２８－１

雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～
232,700円

正社員 46040-10634291

18歳
～
59歳

運営スタッフ／正
職員

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 145,000円～
197,500円

正社員 45050- 2565391

正看護師／契約 医療法人　芳潤会　藤
浦循環器科内科クリ
ニック

宮崎県日南市中央通１丁目６
－１８

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
220,000円

正社員以外 45050- 2564091

厨房スタッフ（調
理補助）

有限会社エム・エス・
プランニング　はいび
すかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 790円～900円

パート労働者 45050- 2563191

整備士（串間営業
所）

株式会社　ヰセキ九
州　南部支社

鹿児島県霧島市国分広瀬１６
２８－１

雇用・労災・
健康・厚生

178,000円～
232,700円

正社員 46040-10625891

土木技術者（日南国道
維持出張所）（派遣）

西薗技術　株式会社 鹿児島県鹿屋市古里町２３５
番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 290,000円～
480,000円

無期雇用派遣 46030- 7990591

18歳
～
59歳

医療事務 医療法人　信愛会
山見医院

宮崎県日南市中央通１丁目３
番地１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
145,000円

正社員 45050- 2562591

店員　【土日限
定】

有限会社　吉野物産
（セブンイレブン日南
松原団地入口店）

宮崎県日南市大字西弁分５－
１１－１

労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2569791

児童指導員／保育
士／看護師

特定非営利活動法人
さんぽ

宮崎県日南市中平野１－７－
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
215,000円

正社員 45050- 2551791

大工／見習い 株式会社　丸商建設 宮崎県日南市星倉２丁目９番
地１３

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 2553291

キッチンスタッフ
／港の駅「めい
つ」

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

123,200円～
138,600円

正社員以外 45050- 2555191

ホールスタッフ／
港の駅「めいつ」

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

123,200円～
138,600円

正社員以外 45050- 2557391

農作業員（サツマ
イモ）

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,880円～
223,600円

正社員以外 45050- 2531691

集荷配送・倉庫管
理業務／経験者

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,800円～
223,600円

正社員以外 45050- 2532991

又は 6時00分～18時00分の
間の6時間程度

14時00分～18時00分の
間の3時間程度

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（９月２７日から１０月３日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１０月７日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 4時00分～12時30分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

自動二輪車免許

(1) 8時15分～17時00分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

(1) 7時30分～17時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許

(1) 7時45分～16時45分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 12人 ）(3) 8時15分～17時15分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 18人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 5時30分～14時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 185人 ）(3)11時00分～19時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 作業療法士

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 53人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(1) 7時00分～16時00分 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

(2) 7時30分～16時30分
（従業員数 18人 ）(3) 8時00分～17時00分

就業場所 宮崎県日南市

総務人事／正社員 吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 192,000円～
250,000円

正社員 45050- 2534791

出荷作業員 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生

151,000円～
205,000円

正社員 45050- 2538191

魚類養殖業／正社
員

黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
205,000円

正社員 45050- 2539091

142,900円～
162,500円

正社員以外 45050- 2520191

郵便物の集配業務 日本郵便　株式会社
郵便事業総本部　日南
郵便局

宮崎県日南市材木町１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生不問

151,032円～
151,032円

正社員以外 45050- 2543891

一般作業員及び運
転手

有限会社　南部環境
クリーンセンター

宮崎県串間市大字本城１０９
８４番地３

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 185,920円～
250,880円

正社員 45050- 2549691

生コン製造職 宮崎味岡生コンクリー
ト株式会社　第四工場
串間

宮崎県串間市大字南方１０２
７番地４３

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 165,000円～
200,000円

正社員 45050- 2528291

正社員 45050- 2521091

保育士、幼稚園教
諭

学校法人メノナイト学
園　幼保連携型認定こ
ども園油津恵愛幼稚園

宮崎県日南市園田１丁目６－
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 163,000円～
163,000円

正社員 45050- 2525491

18歳
～
59歳

養殖作業員 丸栄水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目７２
４７－５４

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 154,000円～
172,000円

正社員 45050- 2530391

看護補助者 医療法人　慶和会　河
野医院

宮崎県日南市木山町１－５－
１３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,750円～
172,000円

正社員 45050- 2519891

調理員 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

宮崎県最低賃金は、本年１０月４日（金）から「時間額７９０円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。 　　　【問合せ先】宮崎県労働局労働基準部　賃金室   電話　0985-

～お知らせ～　宮崎県の最低賃金が時間額７９０円に改定

作業療法士 医療法人　慶心会
川越整形外科

宮崎県日南市吾田東１１丁目
９－１８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 240,000円～
280,000円

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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